
Thomopoulos, Nick T.,“ Line Balancing-

Sequencing for Mixed-Model Assembly," 
Management Science, 14, 2 (1967) , B-59-75. 

〔応用的/生産/順序づけ問題]

自動車工業等にまTいては，一本のラインで数種の

製品を連続的に生産する混合ライン (mixed-model

assembly line) が用いられているが， 本論文はそ

のようなラインの設計の基本的な問題であるライ

ン・パランシングと順序づけの 2 つの問題を取り扱

っている.

まず，ラインパランシンク。については 1 シフト

中の各品目の生産量を考慮して，各要素作業につい

ての 1 シフト中の総作業時間を算出しそれを 1 品

目ラインにbける要素作業時間のように考えて各作

業者に配分することによって，混合ラインの良好な

パランスが効率良く求められるととを示している.

本論文では， 作業の配分に Kilbridge と Wester

の発見的方法が用いられている.

本論文の主題である品目の順序づけについては，

まず，ステーションを作業者の移動の可能性により

4 種，すなわち Closed Station, Open Station, 

Closed.to-the Right and Open-to-the Left Station, 
Closed-to-the Left and Open-to-the Right Station 

に分離している.ここで， Open は作業者の移動範

l滑について制約のないこと， Closed は移動範囲に

ついて制約があって範囲外で作業の遂行の不可能な

ことをな味している.

つぎに，移動範囲の制約のために生じる 4 種の損

失である Idleness , Work Deficiency, Utility 

Work , Work Congestion をあげている， Idleness 

は品物の到着待ちの損失， Work Deficiency は所

定のステーションからラインの前方に出て作業を行

なう ζ とによる損失， Utility Work は所定のステ

ーション内で作業ができないため補助作業員を用い

ることによる損失， Work Congestion は所定のス

テーションの後方で作業を行なうことによる損失で

ある.

著者はそれぞれの損失に応じて種々の費用を定

め 1 シフト中における全ラインの総損失費用を最

小にする計算手順を提出している.それは，まず，

すべての品目を 1 個流した場合の損失費用をそれぞ

れ算出し，それを最小にする品目を sequence の最
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初の品目として選ぶととから始まる.つぎに，同様

の手順で sequence の 2番目の品目を選出し，以下

同様にその手順を 1 シフト中の全生産量の順序づけ

が終了するまで繰返して用いる.

著者は，実際の自動車工業で見られる要素作業

206，品目数 6 ， 1 シフト中の生産量 100 台の問題を

上述の方法を用いて解き，パランシング及び順序づ

けの結果を示している.上述の順序づけ法は最適解

を保証するものではないため，モンテカルロ法によ

って， 500 種の sequence を作成し，統計的推定法を

用いて，上述の方法で求めた解が最適解に極めて近

いととを明らかにしている.

また 1 シフト中の生産量をより小さなクループ

に等分して，各グルーフ。毎に順序づけを行なうこと

によって総損失費用を削減することができ，との例

題では10台---20台の場合，それが最小になるととも

示している.

本論文は事例が中心になっているが，詳細な分析

と計算手}I慣に興味のある誌者は，本論文の原著であ

る[""A Sequencing Procedure for Multi-Model: 

Assembly Lines, Doctoral Thesis, Industrial 

Engineering Department, I1Jinois Institute of 

Technology , ]anuary 1966. J を読むととをするめ

る黒田充〉

Farbey, B. A., A. H. Landk, 8nd J. D~ 

Murchland,“ The Cascade AIgorithm for 

Finding all Shortest Distances in a Directed 

Graph," Management Science, 14, 1 (1967) , 19-

28. 

〔グラフ理論/最短距離問題/理論的〕

n個の点を持つ方向付線グラフで，校 i → j の距

離 dij が与えられたとき， (k, 1) のナべての組合

せについて k から 1 迄の最短距離を求める問題を

考える.

この問題は，特別部寅算規則による行列算を用h

ると，簡単に解けて，

S=D+D2+ ・・・・・・ +Dn

で定義される S の要素 Skl が k→l の最短距離を

与える.ここで Dは dJjを要素とする行列で，行一

列要素の演算は， a + b の代りに min (a , b) , a 

xb の代りに a + b ，を用いる.との方法によれ
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ば，行列積を n-1 回計算する必要がある. Cascade 

a1gorithm は，行列積 2 回分の計算量で s を与え

る計算法である.

Cascade a1gorithm を A1g01 風に書くと，

forward process: 

for := 1 step 1 until n do 

for := 1 step 1 unti1 n do 

for k := 1 step 1 until n do 

if dlj>dlk+dkj then 

dlj :=dlk+dkj; 

backward process: 

for := n step -1 unti1 1 do 

for := n step -1 until 1 do 

for k := 1 step 1 unti1 n do 

if dlj>dlk+dkj then 

d1j :=dlk十 dkj;

となる. k のループは，距離行列 (dlj) のグラフ

でから j への最短距離が 2 ステップであると

き dlj の値を最短距離に書替えるためのもので.

との操作を forward process では i ， j の小さい

方らか， backward procoss では i，の大きい方

から，順に行なうわけである.

Cascade a1gorithm の証明のために 2 つの

Lemma を用いる.ことで， forward process の終

った時点での dlJ の値を d1lj ， backward process 

の終った時点での dlJ の値を d21J，→j の最短距離

を Slj と書くことにする.

Lemma 1. 

i から j への最短経路の上で以外の任意の点

uに対して，最短経路の u から J 迄の部分に d1UV

=suv である点 V，が存在ナる.そして V は u よ

り大きな番号か u に続く点のうちで最大の番号

か，である.

Lemma 2. 

i から j への最短経路の上で，最大の番号を持つ

，r2，を u とナると， d2uj=suj ・

上の 2 つの Lemma から d21J=Slj が証明され

る.

しかし，この問題については，行列積 l 四分の計

算量で S を与える方法 [IJ が考えられていて，考

え方もその方が簡明である.

[1 J F10yd , R. W.,“ A1gorithm 97 : Shortest 

Path," CACM, 5, 1962, P. 345. (前田英次郎〉

Farbey, B. A., A. H. Landk, and J. D • 

.Murchland,“ The Extension of the Cascade 

A1gorithm to Large Graphs , Management 

Science, 14, 1 (1967) , 29-33. 

〔グラフ理論/最短距離問題/理論的J

距離行列Dが大きナぎて，一度に全部を扱えない

場合に， Cascade a1gorithm を拡張したものであ

る.

先ずD を

11 112 

21 122 

一
山
一

一
州
一

L LIL B 

B1fB21 IBKI 嗣示
と分割し， [KK], [KB], [BK] (K= 1 …, L) 

と [B B]，以外の部分は要素が全て∞であるように

する.

この場合の Cascade a1gorithm は次のようにな

る.

(1) _ r[KK] [KB]l / 
Dx= LCBKJ CBBJJ (K= l, …,1) 

について forward process を行なう. K回目

は， [B B] はK ー 1 回目の forward process で

得られた結果を用いる.

ωf[KK] [K B]l 
Dk= LCB KJ cii BJJ (K= 1, "',1) 

について backward prひcess を行なう. K=  1 

以外では， [BBJ は変化し念いので， 改めて計

算しなくてよい.

間 [PQJ を求めるには， [P BJ [BQJ を計

算すればよい.但し，との行戸j積は，和を最小

値，積を和， と置直して行えとう. (前田英次郎)

Zangwill, W. 1.,“ the Convex Simp1ex 

Method," Management Science , 14, 3 (1967) , 

221-238. 

C~ド線型計画/単体法の拡張/理論的]

この論文には，

min f(x) 

!As=b 
x~o 

, f :凸関数， ECl , A:mxn, x:nxl , b:mxl, 

なる非線形計画問題を解くためのアルゴリズムが提

示されている.この方法の特徴は， L P のための
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Simplex Method (略して LSM) のタプロー形式の

計算方法をそのまま上のような Convex program. 

ming の問題に拡張した点にある(そのため Convex

simplex method，略して CSM と呼んでいる).ま

た今迄の NLP のアルゴリズムのタイプでは large.

step gradient method に入るといってよい. なた

f(x) が線形のときはに LSM 一致ナる.

シンプレックス法の基底変数は，この方法でもそ

のまま使われているが，基底外変数でも当然正イ直を

とっている場合があり得ることになる.

まず各変数のシンプレックス判定基準に対応する

ものは，

C(:c) = f7f (x) ーT'f7f(:C)B 

となる. ことで T は現在のタプローの係数行列，

f7f(♂)B は基底変数の傾斜ベクトル (gradient) で

ある.第 k 段階の解 :ck が与えられているときの

G(:c) を {G♂}Ci=1 ，…川〉で表わす. そのとき付)

G'lk ==min{Gikl<O なる変数 :C.l を増大させるこ

と(吟 G.2k ・ :C82 0k==ma:c{ Gik ・ :Cik}>O なる :C'2 を

減少させること，は共に f の{直を現在の f(:ck) よ

り減らさせ得る.また σ.lk =G.2k :C82k =0 のとき

はがが最適解になっていることが託明される

(Kuhn-Tucker の定理の直接の応用).したがって

値を変えるための“候補"変数ぬの判定は，

lG.1klGCnk :c.2k → :c'=:c'l を増大

lC.1kl<C82k :C82k → :C'=:C82 を減少

というととになる.

乙れら増大，減少の幅は普通の NLP のそれと同

様に変数の非負性の条件から決まる点を F とすれ

ば， min f(..l:ck +(1ーのZ勺 f(:ck +りとして求
0:;;.<亘l

められる(もし Z倉z∞ならば，その ray の上に任

意点を Z危として min f(:ck+).(zk_:ck))=f(:ck+l) 
.<;;:;u 

で求められる).

基底の変更，タプローの変換は次のようになる:

Case A. :c，: 増大， zrc<∞のとき.川 :ck+1 キ zrc+

ならば基底もタプローも変更なし， (吟 :ck +1 =zrc な

らば :c， を新しく基底に入れるための消去演算を行

ないタプロ{も変換される. Case B. :c.: 増大， zrc

=∞のとき，げ) :ck +1 =∞友らば， f(:ck+1)=ー∞

で終了(ロr) :ck + 1<∞ならば，タフ.ロー，基底の変更

なし. Case C. :c.: 減少のとき付) :t;k+lキZ叱また

は :ck +1 =zrc かつ :c.k +1 =O ならば， タブロー，

基底に変更なし(ロo :ck +1 =zrc かつぬれ1>0 なら

ば :c. を基底変数にするための消去演算を行な

い，タフ'ローは変換される.

以上がとの CSM の主もな計算手j慌であるが，
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Anti.Cycling の仮定のもとで， 無限系列 {:ck} の

収束点が最適解になるととが証明されている.

との論文の著者はこの CSM の特徴として， LSM 

のためのいろいろな変形した方法が，そのまま CSM

にも応用可能である点をあげ，たとえば輸送問題

(費用関数が非線形〉を例にして CSM で解いてい

る. (青沼竜雄)

Weingartner, H. M.. “ Mathematical Proｭ

gramming and the Analysis of Capital Budge 

ting Problems" (1963) 

資本を投下ナる時，そのプロジェクトがb互に独

立であったり，従属関係にあるとか，市場が完全市

場である場合，不完全市場である場合又は投資期聞

が one.period の場合や multi-periods である等々

の際に最適投資政策を決める論文は数多く出されて

いる.しかるに線型計画法を使って豊富な例題をヒ

げつつ F算の段階から総合的にまとめられたのは求

書が最初と思われる.著者はM ・ 1 • Tの教授で，

本書によりフォード財団基金の62年の Award Winｭ

ner となっている.この本の目的は二つあって，一

つは総合報告，ーつは著者自身の研究の紹介にあ

り， 前者については Lorie & Savage の Three

Problems in Rationing Capital CJournal of Busｭ

iness , xxvm, No. 4 (Cctober, 1955)) やその

他の投資政策理論， 証券投資理論と Gomory その

他の整数線型計画理論とを一つの Capital Budget 

の問題として融合させて理論的にも実際的にも完成

されたものとしてまとめあげている.後者について

は著者の広い知識と経験から数理計画法で投資問題

を解く際の注意や理論を補い展開している.理論倒

れをさけて実際的にも考慮してあり，投資に伴なう

不確定性への解決方法もきわめて合理的である.以

上からいってとの本は Budget Control について，

又はキャッシュ・フローの最適政策決定について

Senstitive に広い視野のもとに書かれているから研

究者，学生，実際家にとって格好の本であろ

う.

1. 序(l ~5 ページ)はじめのー章には経営に

おける Capital Budgets の最近の発展とその理論

的背景，本書の研究の目的，不確定性への一般的注

意が述べられている.

2. Lorie-Savage の問題 (6 ~15) には Three

Problems in Rationing Capital をもとにしてプロ

ジェクトが互に独立で①単一期間の場合②長期問題

の場合，又はフ。ロジェクトが互いに独立でない場
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合，特別な条件をもった期聞がある場合について述

べられている.

3. Lorie-Savage の問題に対ナる線型計画法に

よる接近 (16---35) にはまず基本的モデル， Lorieｭ

Savage モデルの LP 解，プロジェクトに柔軟性が

ある場合，そのモデルと双対法の関係，プロジェク

トの排反性と偶然性について，必ず選ぶプロジェク

トが含まれてる時，そのモデルを LP で解く時プロ

ジェクトの柔軟性の最大数，不確定性を含んだプロ

ジェクトの数値計算例が示されている.

4. Lorie-Savage の問題に対する整数線型計画

法による解法と不連続の意味 (44---53) にはそのモ

デルを整数線型計固化した解法に特別な工夫をしな

かった時の失敗例があり，有界法も示されている.

5. 整数型線型計画法のアルゴリズムと双対変数

の導入 (57---112) には Gomory の方法で双対法を

使う方法その整数解の特異性，特異性の限界，非集

中化についてのべている.

6. Budget Control を使う際の注意 (115---112)

には実際の経営における Capital Budget Control 

について論じている.

7. 関連した問題に応用されたプログラム手法

(123-138) には遅れのある場合，利子率が変化す

る時，複合予算，パラメトリックな方法について述

べている.

8. Capital Budgeting の改良した定式化 (139

-157) には Basic Horizon モデルの双対変数法

化，不確定性の影響，データの集め方が述べてあ

る.

9. 不完全市場での Capital Budgeting プログ

ラム手法の適用 (158-178) には借入金に制約があ

る時， Horizon の選び方と分離の意味，資金供給，

利率に傾斜をつける場合，更に完全又は不完全市場

でプロジェクトが独立，又は従属関係にある時の計

算法が示されている.

10. むすび及び文献 (191---200) 以上が内容であ

る.本書は最近 Budget Control の総合プログラム

が要求されている折からすぐに'支践面で役立つ本で

あると思う(田口新治〉

MarshalI, K. T., Some Inequalities in 

Queuing. (Opns. Res. 1968 vol. 16 no. 3 pp. 

651-668) 

〔待合せ理論/理論的/不等式〕

待ち合わせ理論に於いてシステムのおおよその様

子をつかむための一つの方法として，待ち時間等の

平均，分散を不等式で評価しようとナる試みがある，

これは先ず平均待ち時間について， Kingman(1962) 

が彼自身の heavy traffic (その後ロシアで盛んに

やられている. )の論文からヒントを得て，始めて

ν、る.

本論文では GIjGj1 の平均待ち時間，平均行列長

さ(Little の結果を使う)， output process につい

て上，下からの bound を与えている.

先ず記号を導入する. (-は次の分布をもっの意〉

Tn =到着時間間隔-A(.11) E(Tn) =α 

8n =サーヒマス時間-B(.11)

Un =品-Tn -K(.11) 

Wn=待ち時間 -W(.11) 

I 空き時間 -H(.11) 

'l"n =departure 間隔

一般の GIjGj1 に対して

Wn+1-X1lo= 列示+Un

乙 ζ て、 γ r 0 Wn+Un;:::O のとき

得- l I W1Io+Un<O のとき
系が定常状態、に達しているものと考える.定理1.

2. p<l なるすべて GIjGj1 queue 

に対して

E(W)=ー{E(U2)j2E(U)}ー{E(I2)j2E(I)}

のαr(W)=ー{E( rJ3)j3E(U)}+ {E(U2)j2E(U)P 
+ {E(I8)j3E(I)}一 {E(I2)j2E(I)l2 

のαγ('I"n)=Vαγ(8110) ー (1-p)2j2+α (l-p) ・

E(I)jE(I) 

'0。

定理 3. p<l 伶 3=t s(1-K(叫))du

の解 t が唯一つ存在ナる.

とのとき ， l~E( }Jつ孟J

が成立つ. J={のar(Tn) +叩r(8n)}j2 α(l-p)

系 . p<l のときのωγ(8n);;:臼αr('I"1Io) ~白αγ (Tn)+ 
2ψαγ(Sn)-2 la(1-p) 

上記の bound を A(叫が次の特性をもっとき，

もっとうまく評価できる.

定義1. A(.11) が r-MRLA

件 r{日(u)}j{日(t)}・伽伽 all 定O

定義 2. A(叫が IFR

伶 F'(t)j{l-F(t) ↑ for all t孟O.

(1) すべての α-MRLAjGj1 queue に対し p<l

のとき J一%α (1+p) ~E(W) ~玉J

(2) すべての IFRjGj1 queue に対し p<l のとき

J-2 α(Ca2+p) ~E(}Jつ孟J

(Cα2 は Tれの変動係数とする. ) 

(江部雅夫〉

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



Neuts, M. F.,“ Tow Markov chains , 

arising fromexamples of queues with stateｭ

dependent serv兤e tíme," Sankhya , Series A，却，

3 (1967)259-264) 

f待ち行列/サービス分布可変型/理論的]

この論文は Welch (1964) , Suzuki(1965) , Harris 

(1966) 等の研究による，系の列の長さに応じてサ

ービス時間分布が変わる場合を 2 つの技巧的例を

作って議論し， もっと一般な場合への研究の足がか

りとしたい要求から書かれたものである.

M/G/1 型を取り扱う.

例 A: 客のサービス終了時直後の列の長さが正

の偶数ならば 2 人同時にサービスされ， もし奇数な

らば 1 人サービスされる. もし列の長さ O ならば，

新しい客が到着してはじめてその客c1人)をサー

ヒスナる_ 1 人サービスナる場合のサーヒス時間分

布を A( ・)， 2 人同時にサービスする場合を B( ・)

とする.この時，サービス終了時直後の列の長さは

マルコフ連鎖を作り transíent ， null-recurrent , 

positive-recurrent なるための必十条1'1二を与え，

positive-recurrent なるとき定常分布の母関数を求

めている.

例 B: 客のサービス終了時直後で，列の長さが

偶，奇数に拘らず 1 人ずつサービスする(空ならば

待って到着した客をサービスする)が，サービス時

間分布は偶，奇によって変わり奇念らばA( ・)，偶

ならば B( ・〉とする.

ζ のとき例A と同様の方法で， positive-recurrent 

なるための必十条件と定常分布の母関数を求めてい

る.

この論文に拘らず最近 k掲の論文の他に以下の型

の研究がある.

M/M/1 型:

(1)列の長さに応じて直ちにサービスム容をかえる

(藤沢武久)-

(2)列の長さに応じて直ちにサービス率をかえる

が，短かい方から長い方へ，長い方から短かい

方へ変化するとき多少のずれがある (Gebhard 

(1967)) _ 

M/G/1 型:

(1)G の平均が確率変数であるくHarris (1967))_ 

GI/G/1 型:

(1)待ち時間によってサービスが助長される(鈴木

武次 (1965))_

現在のところ.列の長さ，サービス継続期間の始

めの客と後続の客.待ち時間，系と独立な要因によ

10ft 

ってサービス時間分布・が変わる場合が取り扱われて

いる.これらを総括して一般に“サービス分布可変

型待ち行列系"とよぶことができょう- (鈴木武次)

Pearce, C.,“ An 匇bedded cha匤 approach to 

a queue with mov匤g average ínput ," Opns. 

Res. , 15, 6 (1967) 1117-1130. 

〔待ち行列/独立でない入力/理論的〕

GI/G/1 型の待ち行列系の一般化を目指してい

る.即ち到着間隔が独立でなくて，相関をもっタイ

プのものを考えて， queue length の transient

behavior を continuous tíme の場合と， ある稀

の imberlded の場合とについて調べ， また busy

period についても与察している.

いま，叫番目の客の到着時刻を An として，

(1) A"+I -Aぉ=!o(Un+p) +!l(U，，+ト1)+…

+!p (U,,) (n~O) 

のような関係が満足されるとき，との待ち行列系へ

の入力は， order (p+1) の generalízed moving 

average を権成するといい order p の movíng

average input を Gp と書く.ただし， {U" , n~O} 

は同一の分布に従う独立な確率変数列であり，積分

可能な関数ムには，到蒼間隔が非負であることを

保証するために，たんに

L: inf !(U) 迄O

という制限だけが設けられている.

この論文では，特に

(2) A"+I -A,,=bo U"+I+b1 u:斜 (叫ミ0)

のような場合，つまり仇入力をもっシステムを解

析している.ここで bi は共に正で， bo +b1 =1 であ

る. (ただし，これは話を簡便にするためのもので

あって，計算の労を惜しまなければ， (1)のような入

力をもっ場合も， ζれから述べる方法で全く同様に

解析する ζ とができる. ) 

そしてまず， (';2川l/l の transient behavior につい

て， Takaés の線に従って議論を展開する.即ち，

川番目の客の到着時刻 A協からの経過時聞が b1 U:問

である時刻を Rm とする.そうすると ， (R仇 ， Rm+1) 

の畏さは U明+1 であり，従って時間区間(R隅， R前+1)

は同ーの分布に従う独立な確率変数になる.そこで

{1仏}をエポックとして queue length を考察す

る.そのために

仰が叫=ある interval (Rj , Rj+叫)で， queue 

size が i から k へ移る確率の母関数
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p・ k(Z ， ω〉三L:: L:: pik(耐 Zí Wm 
符‘=0 i=o 

をキチンと求めている.

次に，任意の時点での queue length の transient

behavior を調べている.そのために. regenerative 

point の時点を t=O として Ra で示すことにして，

P叫 (t) =時刻0 で queue size が i であるとして，

時刻 t での queue size が k となる確率

のラプラス変換をとり， とれを P伐汽8) とかく p

そして， との母関数
。。

p. k* (8 , Z) == L:: Pik*(8) ・ Zi

がどのようにして求められるかを示している.つい

busy period でについても調べ，また砧/M/1 で集

団到差 (fixed si ze) をもっシステムでは， 任意の

時刻 t にまTける queue size が j となる確率 gj(t)

の極限分布 {gj} を調べ，

'10=  1 ーtra伍c intensity 

の成也を示している.

そして最後に，このような集団到着での待ち時間と

して，

{batch での s 番目の客の待ち時間分布}

が，どのような形で書けるかを示している

以上，手法はいずれもまT きまりのものを用いてい

るようであるが，との種の研究は，特にタンデム型

の解析にある程度の示唆を与えるものであって，今

後か友りの関心が寄せられるべきであると考える.

(牧野都治)

Bensch, J. U.,“ A general model of a 

single-channel queue : discrete and continuous time 

cases," 0.ρns. Res. , 15, 6 (1967) 113.1-1144. 

〔待ち行列/単一窓口の一般的模型/理論的1

単一窓口の待ち行列系で，到蒼bよびサービスが

discrete 念場合を PART 1 , continuous 念場合を

PART Ilで解析している.

PARTI では，客が discrete time 0, 1 ， 2…にシス

テムに到着し，サーピス時間も discrete であると

する.

a;(叫)=[時刻 n に行列内にいるすべての客のサ

ーピス時間の合計〈時刻%に到着した客を

含む)J

+[{時刻叫にサービスをうけている客のサ

ーピス時間}ー{その客が時刻目までにサ

ーピス窓口て守費した時間}]，

百 (n)=時刻刊に到着したナべての客のサーピス

時間の合計

として，まず y(n) が kく時なる y(めと独立でか

つ， a;(目〉と y(叫〉とが独立ならば，

E[a;J=~ι+ ~，~'V二一
2 '2(1-p)' 

E[a;2J=E[a;J{2E[a;コ+1-4ρ}+2ρ2十 (E[y3J

-p)/3(1-p) 

となることを導いている. (ただし，平均サーピス

時間=1)としてある.

次に，時刻 (n+1) Iこ N 人の客が到着するものと

して，その第 1 番の客， 第 2 番の客，…， 第 N番

の客のサービス時間を 81， 8:h …, 8s として，この

ようなシステムでの平均待ち時間

E[dJ を計算し，
。。

E[dJ=E[a;J-p+E(8)/2+E[sJ [L:: i pd 

(1 -po)ユ/2

となることを示している.ただし， Pi 三 Pr {N(,,) 
=i} である.

また，客がシステム|匂に滞留することに対ナるコス

トとして，滞留時間(もちろん discrete) の z 倍

の値をとることにして，これを用いることにより，

Process の Transient Behavior や 3 の Autocorre

lation Function , Expected First Passage Time な

どを調べている.

つづいて，平衡状態確率

7r i==P{a;(叫)=i}

(E[yJ<1 のとき，叫と無関係〉
。。

の積率母関数 πT(Z) 三忍7ri z 1. が

πT(Z) = (1-p)PT(Z) ・ (zーl)/[z-PT(z)ユ

となることを示している.ただし PT(Z) は

Pi三 Pr{Y(目)=i} (n に無関係とナる. ) 

で定義されている Pi の積率母関数である.

PART Ilでは， PART 1 で調べたのと同じよう

なことを discrete time の場合について述べてい

る牧野都治)

Bhat, U. N.,“ Some explicit resu1ts for the 

queue GI/M/1 with group service," Sankhyã, 
Series A, 29, 2 (1967) , 109-206. 

(待ち行列/集団サーピス/理論的〕

次の 3 つの仮定をみたす待ち行列を考える.

i) 客は時刻 to(=0) , t l, t2 ， ……に到着し， {t,,

t"_l }Cn=l , 2， …)は互いに独立念確率変数列

で，共通の分布 A(t) に従う.

ii) サーピスは容量 G，，(n=1， 2， …〉の batch で

11'君主われ ， {G，，} は互いに独立な確率変数列で
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共通の分布 Pr(G1O =r)=br (?'=l ， 2 ， …)に従

h 各 batch のサービス所要時聞は平均干の

指数分布に従う.

jjj) サービスは系内の客の数が O とならない限り続

けられる.待っている客の数が容量より少なか

った場合には，サービス開始後に到着した客で

も容量に達ナるまでは batch に受け入れるが，

そのためにサービス時聞が変わるようなことは

ない.

この論文の目的は， ζ の待ち行列について，主と

して busy period , busy cyc1e の分布を，場合を

分けて考えるという直接的な方法で expIicit に求

めようとするものである.

'Q(t)= (時刻にかける系内の客の数，ただし Q(t1O)

=Q(t1O -O)) , 

Ti= (Q(O) = i の場合の inf {t>OIQ(t)=O} ， すな

わち busy period) 

'G色/的 (t)=Pr{Q(t1O) =j， t 1O 三二 t ， Ti>tIQ(O)=i} , 

Gi/的(t)=Pr{Q(t+O)=j， 1 1O ~tくら+" T包>tl

{2(0) =i} 

とかく.

まず Q(O)=O の場合について d';明。〆叫 (t) が求

められ，次いで、

Gaj(叫(t〉 =nず山手ど仇ーj+， (k 】
k=O ι.' 

. J: [tー(1-P41-i(1ーの〉仙の

が求められる.ここにいr(k)} は {b r } の k-fold

.convolution で. b rくめ=0 (rキ0) ， bo(O)= 1 とする.

その結果 busy period To と，その間にサービスを

受ける客の数との結合分布が次のように求められ

る.

n n-l 

g(川 (t) dt= I: Go,<1O-l) (t)J.dt.I: h 原論文では 2
r=.l K,='{ ;-=1 

となっているがとれは誤まり).

Q(O)=i の場合については， J~.の結果を用いて

d*Gi/的 (t)， Gi/的(t)が順次求められるが， 原論

之の式にはいずれも多少の誤りがある. busy period 

Ti とその聞にサービスを受ける容の放との待合分

布タ例代ののも同様に求められる.

最後に busy cyc1e とその聞にサービスを受 :1 る

客の数との結合分布 Ri(叫 (t) =Pr{Q(t1O) =0, t 1O:三 t ，

Ti>tn-l} について ， dRi(的 (t) が求められる.

全体に細かい誤りが多いのが気になる.

〔神田寿人)
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Powell, B. A. , and Avi-Itzha孟， B.,“Queu

ing systems with enforced idle time," Opns. 
Res. , 15, 6 (1967) 1145-1156. 

〔待ち行列/サーピスが定刻開始/理論的1

この論文は，時間を長さ 1 ごとに区切り，窓口

は，それらの時間間隔の始点である，時刻 1 ， 2, 3, 

……でのめサービスを開始できるという待ち行列を

論じている.この場合，客が待っていて窓uがあい

ていても，定められた時刻まではサービスが始めら

れないので，ここに enforced idle time が生じる.

最初 GI/M/N 型の場合が考察される.ただし，

この論文でいう GI の怠味は，以下の仮定からわか

るように，普通に使われている意味とはかなり異な

ることに注意すべきである.上記以外の仮定bよび

記号は次の通りである.①窓口は N 個で，共通の

待ち行列を作る.②時間間隔(iー1 ， i) の問に到着

ナる客の数をん (i=l ， 2，……〉とし，これらは互

いに独立で，同ーの一般分布に従う.③サービス時

聞は互いに独立で， パラメータ μ の指数分布に従

う.④時刻 i-1 における系内の客の数を Xi (i= 

1, 2，……)とする.ζ のとき E(ん)くN(l-e-u)

ならば. Xi の定常分布がイヂ在し，その母関数

G(x , z) = 1im G(Xi , z) が一応求められる. ただ
1l-・。。

し，結果を expIicit に出すには，方程式

zN-G(lc, z) (e-pz+1-eーμ)N=O

の単位円内の N 個の根を求めるという問題が浅さ

れる.ととに G(lc ， z) はんの分布の母関数であ

る.付録として，そのための多少のヒントが挙げら

れている.

次に GI/D/N 型が考察される.仮定としては，

サービス時聞が定数 s であるととの他はすべて前と

同じである.α より“小さくない最小の"整数を

〔α] とする . E(lci)[sJ<l のとき Xi の定常分布が

存在し . G(x , z) が求められるが，前と同様に超也

方程式の根を決定する問題が残される.

以ヒいずれの場合にまTいても，特に N=l とした

場 fyについては G(x， z) およびIim E(Xi) が ex
，_0。

plicit に得られ，更に到着を指数型とした場合につ

円ては. enforced idle time のない場合との比較が

なされている.

最後に GI/切1 型が考察される . .N=1 とし，サ

ーピス時間 Sは互いに独立で共通の一般分布に従う

とずるイ也は仮定は前と同じである . E(lc) E([I幻)く

1 のとき， busy period (始点で窓口が busy であ

るような時間間隔の連続したものをいう〕の長さの
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分布，および Xi の3日常分布の母関数が求められる

が，前者については鵡越方科，式の根を決定する問題

新 刊

が残される. (神田寿人)
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